
 

 

 

 

 

 

令和５年度 健康福祉局 予算概要について 

令和５年度 健康福祉局予算概要は、次のとおりです。 

健康福祉局予算案の５つの柱 
 
○ 市民の健康づくりと安心確保 [P32、33、39、40] 

 健康寿命の延伸を目指し、生活習慣の改善や生活習慣病予防、歯科口腔保健の推進及び各種がん検

診や特定健診の受診率向上に向けた取組を進めるとともに、第３期健康横浜２１を策定します。また、

増加する火葬や墓地の需要に対応するため、５か所目の市営斎場整備を着実に進めるとともに、市営

墓地の整備に取り組みます。さらに、市民が安心した生活を継続することができるよう、新型コロナ

ウイルス感染症の各種対策を実施します。 
 
○ 地域の支え合いの推進 [P４、６] 

 誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせるまちづくりを地域と共に進めるため、第５期横浜市地

域福祉保健計画を策定します。また、身近な福祉保健活動の拠点である地域ケアプラザについて、Ｉ

ＣＴ活用等による相談支援の充実など着実な運営や整備を進めていきます。さらに、災害時要援護者

支援では、福祉専門職等への研修を実施するなど個別避難計画の作成支援に取り組みます。 
 

○ 障害者の支援 [P19、20、24、25、26] 
 障害のある人もない人も誰もが自らの意思により自分らしく生きることができるよう、引き続き第

４期障害者プランを推進します。地域共生社会の実現を目指し、医療的ケア児・者等への支援や相談

支援の充実に加え、重度障害者を対象とした就労時の身体介助等の支援や精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築を推進します。さらに、第２期自殺対策計画の策定や依存症対策、障害者差

別解消に向けた取組等を一層進めます。 
 

○ 暮らしと自立の支援 [P27、28、29] 
様々な事情により生活にお困りの方からの相談を広く受け止め、自分らしく安定した生活の実現に

取り組むとともに、包括的な支援体制の整備を進めます。ひきこもり支援については、ひきこもりの

状態にある当事者や家族等を支援するとともに、関係機関のバックアップ体制を充実させます。また、

小児医療費助成については、中学３年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃します。 
 

○ 高齢者を支える地域包括ケアの推進 [P９、11、14] 
 介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護サービス

の充実を図るとともに、介護予防や社会参加を通じた生きがいづくりや、認知症の方やご家族等を支

援する取組を進めます。また、これらの取組を推進するために、第９期横浜市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画・認知症施策推進計画を策定します。さらに、高齢者等外出支援の観点で、敬老特

別乗車証の利用実績データを活用し、制度の検討を進めます。 

 

 

お問合せ先 

健康福祉局総務課長      半田 恒太郎   Tel 045-671-2362 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日 
健 康 福 祉 局 総 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



健康福祉局 お問合せ先一覧
頁 項目番号 項目名 主な担当 電話番号

1 － 健康福祉局予算案の考え方 企画課長 粟屋 しらべ 671-2363

2 － 健康福祉局予算案総括表 総務課長 半田 恒太郎 671-2362

4 1 地域福祉保健計画推進事業等 福祉保健課長 新井 隆哲 671-3994

5 2 権利擁護事業 福祉保健課長 新井 隆哲 671-3994

6 3 地域ケアプラザ整備・運営事業 地域支援課長 柿沼 千尋 671-3640

7 4 福祉のまちづくり推進事業等 福祉保健センター担当課長 江塚 直也 671-3563

8 － 介護保険制度関連事業の概要 介護保険課長 高橋 陽子 671-4250

9 － 地域包括ケアシステムの構築に向けて 地域包括ケア推進課長 鴨野 寿美夫 671-2439

10 5 介護保険事業 介護保険課長 高橋 陽子 671-4250

11 6 介護予防・日常生活支援総合事業 高齢在宅支援課長 水野 直樹 671-2368

12 7 包括的支援事業 高齢在宅支援課長 水野 直樹 671-2368

13 8 任意事業 高齢在宅支援課長 水野 直樹 671-2368

13 9 生活の支援 高齢在宅支援課長 水野 直樹 671-2368

14 10 認知症施策の推進 高齢在宅支援課長 水野 直樹 671-2368

14 11 高齢者の社会参加促進 高齢健康福祉課長 喜内 亜澄 671-3842

15 12 介護人材支援事業 高齢健康福祉課長 鳥居 俊明 671-2355

16 13 低所得者の利用者負担助成事業 介護保険課長 高橋 陽子 671-4250

16 14 地域密着型サービス推進事業 介護事業指導課長 川原 博 671-4251

17 15 施設や住まいの整備等の推進 高齢施設整備担当課長 北條 雅之 671-3620

18 － 障害福祉主要事業の概要 障害施策推進課長 佐渡 美佐子 671-3569

19 16 障害者の地域生活支援等 障害施策推進課長 佐渡 美佐子 671-3569

20 17 障害者の地域支援の拠点 障害施設サービス課長 高橋 昌広 671-2377

20 18 障害者の相談支援 障害施策推進課長 佐渡 美佐子 671-3569

21 19 障害者の移動支援 障害自立支援課長 今井 智子 671-4130

22 20 障害者支援施設等自立支援給付費 障害施設サービス課長 高橋 昌広 671-2377

22 21 障害者グループホーム設置運営事業 障害施設サービス課長 高橋 昌広 671-2377

23 22 障害者施設の整備 障害施設サービス課長 高橋 昌広 671-2377

23 23 障害者の就労支援 障害自立支援課長 今井 智子 671-4130

24 24 障害者のスポーツ・文化 障害自立支援課長 今井 智子 671-4130

24 25 障害者差別解消・障害理解の推進 障害施策推進課長 佐渡 美佐子 671-3569

25 26 重度障害者医療費助成事業・更生医療事業 医療援助課長 佐藤 修一 671-3694

25 27 こころの健康対策 精神保健福祉課長 中村 秀夫 662-3526

26 28 依存症対策事業 精神保健福祉課長 中村 秀夫 662-3526

26 29 精神科救急医療対策事業 精神保健福祉課長 中村 秀夫 662-3526

27 30 生活保護・生活困窮者自立支援事業等 生活支援課長 岩井 一芳 671-2367

28 31 ひきこもり相談支援事業 ひきこもり支援課長 霧生 哲央 752-8472

28 32 援護対策事業 援護対策担当課長 遠藤 寿彦 671-2374

29 33 小児医療費助成事業・ひとり親家庭等医療費助成事業 医療援助課長 佐藤 修一 671-3694

29 34 後期高齢者医療事業 医療援助課長 佐藤 修一 671-3694

30 35 国民健康保険事業 保険年金課長 海老原 雅司 671-2373

31 － 健康福祉局及び医療局の局再編成にかかる概要 職員課長 榎本 良平 671-2370

32 36 市民の健康づくりの推進 健康づくり担当課長 岩松 美樹 671-3376

33 37 がん検診事業 保健事業課長 秋野 奈緒子 671-2436

34 38 予防接種事業 健康安全課長 赤松 智子 671-2442

35 39 感染症・食中毒対策事業等 健康安全課長 赤松 智子 671-2442

36 40 衛生研究所運営事業 衛生研究所管理課長 小田 淳 370-8460

36 41 医療安全の推進 医療安全課長 上田 誠 671-3611

37 42 食の安全確保事業 食品衛生課長 牛頭 文雄 671-2435

37 43 快適な生活環境の確保事業 生活衛生課長 池田 進 671-3608

38 44 動物の愛護及び保護管理事業 動物愛護センター長 及川 知子 471-2１１１

38 45 難病対策事業　公害健康被害者等への支援 保健事業課担当課長 山田 洋 671-3824

39 46 斎場・墓地管理運営事業 環境施設課長 岩澤 健司 671-3820

40 47 新型コロナウイルス感染症対策 健康危機管理担当課長 木野知 裕 671-2468

41 － 外郭団体関連予算案一覧 総務課長 半田 恒太郎 671-2362

42 － 財源創出の取組 総務課長 半田 恒太郎 671-2362
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